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医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

青野クリニック 内科・消化器内科・緩和ケア内科 灘南通5丁目2番27号 078-882-0880

赤坂クリニック 内科・血液内科・腫瘍内科 山田町３丁目１丁目１５号　六甲アトリエハウス１階 078-842-3303

赤松外科消化器内科医院 消化器内科・外科・リハビリテーション科 上野通4丁目4番15号 078-861-3046

あけみ皮フ科クリニック 一般皮フ科・皮フ外科・美容皮フ科 岩屋北町7丁目3番2号　JR灘駅ビル2階 078-881-8880

アサゴエクリニック 内科・消化器科 福住通5丁目4番10号 078-861-8862

安藤医院 内科・外科・整形外科 琵琶町2丁目3番13号 078-861-3930

池原クリニック 内科・消化器科 森後町2丁目1番6号 078-811-4355 

井上クリニック 内科・ペインクリニック内科・漢方内科 友田町3丁目2番12号 078-851-6465

いのした整形外科クリニック 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 水道筋6丁目4番17号 078-861-8901

井原クリニック 内科・消化器内科・リハビリテーション科 大内通2丁目9番5号 078-802-8082

いまにし泌尿器科 泌尿器科 岩屋北町2丁目3番13号 078-805-4567

岩尾クリニック 精神科・心療内科 八幡町2丁目8番7号　セントビル4階 078-822-6556

岩城整形外科クリニック 整形外科・リハビリテーション科 灘北通５丁目５番１号　摩耶クリニックビル2階 078-414-8651

うすき医院 内科・呼吸器科・消化器科・整形外科・外科 友田町4丁目4番7号 078-841-0033

エレガーノ摩耶クリニック 内科・循環器科・整形外科 摩耶海岸通1丁目3番10号 078-802-6508

王子公園　まつむら皮フ科 皮膚科・小児皮膚科・美容皮膚科・皮膚外科 灘区水道筋６丁目３番１号　ＩＭビル２階 078-871-4112

大田整形外科クリニック 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 岩屋北町5丁目1番31号　メディカルハット2階 078-882-8822

おおた内科医院 内科・消化器科・リハビリテーション科 岩屋北町7丁目1番29号 078-801-8230

大西内科クリニック 内科・循環器内科 水道筋5丁目2番2号 078-882-0556

大林医院 内科・呼吸器科・循環器科・小児科 徳井町3丁目3番2号 078-851-4194

■連携医【登録医療機関一覧 (医科) 】

社会医療法人神鋼記念会　神鋼記念病院 地域医療連携室

◎灘区

http://akasakaclinic.com/
http://www.inoue-pain.com/
http://www.imanishi-uroclinic.com/#
https://www.iwaoclinic.com/
https://iwaki-seikei.com/
https://www.matsumura-hifuka.jp/#
https://otaseikei.jp/#
http://onishi-naika.com/


医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

岡田クリニック 内科・消化器科 中原通2丁目1番3号 078-861-7701

おかだ内科・呼吸器内科クリニック 内科・呼吸器内科・ アレルギー科 水道筋6丁目3番6号　1階 078-861-0865

岡田整形外科医院 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 大石北町7丁目22番地 078-871-0215

おがわ内科クリニック 内科 灘北通10丁目1番3号　甲南グランヴェルジュ灘101号室 078-805-3282

奥野クリニック 放射線科・緩和ｹｱ内科・内科 深田町4丁目1番39号　メイン六甲Ａビル6階 078-862-1963

小田泌尿器科 泌尿器科 森後町3丁目5番30号　ナタール六甲ビル1階 078-854-5115

かきぎ認知症しあわせクリニック 心療内科・精神科・認知症 中原通２丁目１番１８号１０１ 078-801-7777

陰下内科 内科・呼吸器科・循環器科 宮山町3丁目3番1号 078-871-3555

梶山小児科・アレルギー科 小児科・アレルギー科・内科 畑原通3丁目1番17号 078-801-5678

春日井クリニック 内科・消化器科 森後町3丁目3番21号 078-841-0234

堅田医院 内科・小児科 岸地通5丁目3番17号 078-871-6078

門田外科医院 外科・肛門科・胃腸科 中原通6丁目3番15号 078-802-1765

亀田マタニティ・レディースクリニック 産婦人科 八幡町1丁目8番15号 078-822-4188

川岸医院 外科・整形外科・皮膚科・麻酔科・胃腸科 赤坂通1丁目1番15号 078-801-0391

川口クリニック 内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・小児科 水道筋5丁目2番17号 078-861-4351

川口レディースクリニック 産婦人科・泌尿器科 岩屋北町7丁目1番30号　ラ・メルベーユビル2Ｆ 078-881-8208

河村循環器病クリニック 循環器科・心臓血管外科・リハビリテーション科 岸地通5丁目3番9号 078-805-6670

北田クリニック 整形外科・麻酔科 城内通2丁目5番14号　本庄南ビル2階 078-861-0140

きもと内科クリニック 消化器科・内科 岩屋中町4丁目2番7号　シマブンビルBBプラザ3階 078-801-8011

くずはら整形外科 整形外科 記田町2丁目2番15号 078-854-3309

黒木医院 消化器科・放射線科 徳井町5丁目1番7号 078-822-8227

くわばら腎・泌尿器科クリニック 泌尿器科 王子町1丁目2番8号 078-861-5550

こうの内科クリニック 内科・消化器内科 篠原北町１丁目２番８号１０１ 078-862-8585

郡山内科 内科・小児科・皮膚科 篠原本町1丁目1番1号 078-882-1114

こたに糖尿病内科クリニック 内科・糖尿病内科・内分泌内科 森後町3丁目5番41号　ＦＴＫビル2階-B 078-857-5020

http://ogawa-clinic.info/#
http://gan-life-support.com/#
https://kakigi.jp/#
http://kajiyama-kids.com/#
http://www.kasugai-clinic.com/#
http://www.katata.cc/#
http://kadota-geka.com/#
http://www.kawaguchiclinic.jp/#
http://www.klady-clinic.gr.jp/#
http://www.kawamura-cvc.jp/#
http://kitada-pain.com/#
http://www.kimoto-naika.com/#
http://kuwabara-clinic.com/#
https://www.kohno-cl.com/#
http://www.kohriyama-naika.com/#


医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

小林内科 内科 倉石通2丁目2番27号 078-861-5201

阪本美佐子メンタルクリニック 精神科・神経科・心療内科 宮山町3丁目3番1号　六甲駅前ビル5階 078-801-3223

さわだクリニック 形成外科・耳鼻咽喉科 八幡町2丁目8番7号　セントビル3階 078-842-7702

皮ふ科しみずクリニック 皮膚科 岩屋北町7丁目1番30号　ラ・メルベーユ301号室 078-805-3980

関本クリニック 麻酔科・心療内科 八幡町3丁目4番5号 078-846-0933

瀬戸本医院 外科・リハビリテーション科・胃腸科 泉通5丁目1番8号 078-861-5027

髙倉整形外科クリニック 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 徳井町5丁目4番21号 078-851-1053

髙塚クリニック 神経内科・内科・リハビリテーション科 八幡町2丁目8番7号　セントビル2階 078-845-8686

高橋医院 内科・消化器科・外科 赤坂通3丁目1番22号 078-861-5723

たかはしクリニック 小児科・皮膚科 岩屋北町5丁目1番31号 078-882-6432

高村クリニック 内分泌内科・内分泌外科・乳腺外科 岩屋北町7丁目3番2号　ＪＲ灘駅ビル３階 078-862-9966

たかやすクリニック 消化器科・放射線科 深田町4丁目1番1号　ウェルブ六甲道２番街301号室 078-845-2828

竹内内科・循環器科 内科・循環器科 八幡町2丁目1番29号 078-851-9786

竹田ファミリークリニック内科・腎臓内科 内科・腎臓内科 灘北通5丁目5番1号　摩耶クリニックビル1階 078-855-3955

田中医院 内科・小児科 八幡町1丁目8番15号 078-851-7807

田中医院 内科・循環器科・小児科 倉石通4丁目1番24号 078-861-5872

田中内科・循環器内科 内科・循環器科 篠原南町6丁目1番9号 078-861-3582

たなべ産婦人科 産婦人科 森後町3丁目5番30号 078-821-0303

谷眼科医院 眼科 森後町3丁目1番7号　嶋田ビル1階 078-854-4412

つじがみクリニック 内科 烏帽子町2丁目3番24号　つじがみビル1階 078-881-8888

つじリウマチ科内科 内科・リウマチ科 岩屋北町7丁目3番2号　JR灘駅ビル2階 078-806-7557

常岡内科クリニック 内科・胃腸科 備後町3丁目1番5号 078-841-4512

東和医院 内科・循環器科 岩屋北町4丁目3番5号 078-881-0588

どい耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 友田町3丁目2番12号 078-842-1187

中川眼科医院 眼科 岩屋北町7丁目3番2号　ＪＲ灘駅ビル３階 078-855-3061

http://www.homehospice-sekimoto.com/#
http://www.setomoto-iin.com/#
http://www.ashinogeka.com/#
http://www.takamura-clinic.net/#
http://www.takayasu-rokkomichi.com/#
http://www.takeuchi-clinic.com/#
https://takeda-family.com/#
http://www.tanabe-clinic.com/#
http://www.taniganka.com/#
https://tsuji-rh.com/#
http://www.tsuneoka-clinic.com/#
http://kobe-nakagawa.com/#


医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

中林整形外科クリニック 整形外科・麻酔科・リウマチ科・リハビリテーション科 水道筋4丁目3番17号 078-802-3311

灘診療所 内科・消化器内科・循環器内科・糖尿病内科・放射線科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 水道筋6丁目6番3号 078-801-6665

ねもとクリニック 消化器内科・内科・肛門外科・外科 山田町3丁目2番29号　アーバンエース六甲山田パル1階 078-414-7817

野本内科 内科・消化器内科 篠原本町４丁目５番１９号 078-801-8186

はぎの整形外科 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 備後町4丁目1番1号　ウェルブ六甲道３番街１番館301号室 078-842-7576

橋村クリニック 呼吸器科・放射線科 永手町3丁目2番17号 078-822-8088

秦内科クリニック 内科・消化器科 青谷町4丁目5番9号 078-882-7217

はぶクリニック 消化器科・外科・肛門科・胃腸科 宮山町3丁目3番1号　六甲駅前ビル 1階 078-802-8292

廣海内科クリニック 内科・呼吸器科・消化器科・循環器科 稗原町1丁目3番23号 078-846-4146

ふくしまクリニック 脳神経外科・ 神経内科・ リハビリテーション科 山田町3丁目2番29号　アーバンエース六甲山田パル1階 078-803-8606

本庄医院 内科・循環器内科 城内通2丁目5番14号 078-861-4897

ＭＹ　ササセ皮フ科 皮膚科 灘北通5-9-1 JR摩耶駅NKビル 078-882-5757

松本医院 内科・小児科 篠原南町2丁目4番5号 078-861-0860

まるぐち皮膚科クリニック 皮膚科 永手町3丁目4番4号 078-842-6482

みなみ外科・整形外科 外科・整形外科・肛門科 摩耶海岸通2丁目3番3号　HAT神戸灘の浜3番館102号室 078-862-0373 

都診療所 内科・放射線科 深田町２丁目２６番３号 078-821-1161

村岡内科クリニック 内科・消化器科・小児科 摩耶海岸通2丁目3番3号　HAT神戸灘の浜3番館101号室 078-805-5771

村山医院 内科・神経内科 篠原南町5丁目5番13号 078-861-3666

森クリニック 消化器科・外科・リハビリテーション科 岩屋北町3丁目2番16号 078-801-3310

森中耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 岩屋中町4-2-7　BBプラザ302号室 078-882-1810

森本クリニック 内科 高徳町5丁目1番6号 078-843-1667

山本眼科 眼科 船寺通5丁目2番2号 078-801-3009

由美子クリニック 肛門外科・小児科・小児外科 灘北通5丁目5番1号　摩耶クリニックビル3階 078-891-5301

吉田小児科 小児科 天城通4丁目1番4号 078-861-2457

李内科クリニック 内科・呼吸器科・循環器科 六甲町1丁目6番19号 078-854-2288

https://www.nakabayashi-seikei.jp/#
http://www.nada-cl.jp/#
https://nemoto-surgery.jp/#
http://www.ne.jp/asahi/hagino/seikei/#
https://www.habuclinic.com/#
https://fukushimacl.com/#
https://honjo-iin.com/#
https://www.sasase.jp/#
https://matsumoto-iin.jp/#
http://mori-clinic.webmedipr.jp/#
http://www.morinaka-jibika.com/#
https://yumiko-cl.com/#
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六甲道診療所 内科・小児科 桜口町4丁目5番12号 078-811-0555

渡邊クリニック 外科・肛門科・胃腸科 深田町2丁目2番19号 078-854-0566

渡辺整形外科 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 福住通5丁目2番21号 078-801-3863

渡辺内科小児科クリニック 内科・消化器科・循環器科・小児科・放射線科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 楠丘町2丁目2番24号 078-851-1370

http://www.rokko-mcoop.or.jp/medical/01.html#
http://wtnbclnc.a.la9.jp/homepage/?page_id=6#

